
「あい風通信　～お知らせ版～」

No. 001 生きがいづくり学園

時　間 9:00～16:00

申込期間 申込終了

参加費 無料（昼食代実費）

対象・定員 65歳以上の浜益区民

79-2112 FAX - Eメール -

No. 002 

時　間 13:00～15:00

申込期間 6/26

参加費 要問合せ

対象・定員 要問合せ

72-3124 FAX - Eメール -

No. 003

時　間 18:45～20:45（全15回）

申込期間 6/15

参加費 テキスト代のみ

対象・定員 20人程度（多数時抽選）

72-3194 FAX - Eメール -

No. 004

時　間 13:00～15:00

申込期間 要問合せ

参加費 200円（おやつ代）

対象・定員 2～7カ月の親子10組（要予約）

64-5640 FAX 64-5640 Eメール -

No. 005

時　間 10:00～11:00

申込期間 要問合せ

参加費 要問合せ

対象・定員 0～5歳の子どもと保護者

74-4475 FAX - Eメール -

No. 006

時　間 10:00～12:00

申込期間 7/6日（金）

参加費 500円（材料費、保険料含む）

対象・定員 25人

62-3711 FAX - Eメール -

No. 007

時　間 13:00～17：00

申込期間 7/4（水）～11（水）

参加費 500円（材料費）

対象・定員大人（高校生以上）10人（先着順）

62-3711 FAX - Eメール -
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石狩・学びのスタンプ対象講座（7月）

石狩市内、札幌市

申込み/
問合せ

電　話

りんくる

7/3

りんくる

健康づくり課

7/3～10/16（毎週火曜）

開催日

場　所

開催日

初級手話講習会

開催日 7/4（水）

内　容 講習会期間を通して受講できる手話に興味のある市民

内　容
ベビーマッサージ（持ち物　バスタオル、パンツスタイルなど）
【りとるきっず　0～3歳児とその親が気軽に交流できる場です。】

つどいの広場「りとるきっず」

場　所

場　所 要問合せ

①7/4（水）・②11（水）・③18（水）・④25（水）

場　所 石狩仲よし保育園（花川北4・3）

申込み/
問合せ

NPO法人こども・コムステーション・いしかり

電　話

保育園にあーつまれ！
内　容

いしかり砂丘の風資料館

電　話

オトナの体験講座「化石複製計画」
内　容

申込み/
問合せ

開催日 7/8（日）

場　所 いしかり砂丘の風資料館

開催日 7/14（土）

いしかり砂丘の風資料館

アンモナイトや石狩産貝化石などから、博物館の技法でレプリカを製作します。

石狩仲よし保育園

電　話

開催日

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

電　話

場　所

社会見学旅行内　容

内　容
生後6ヶ月くらいの赤ちゃんと先輩ママとの交流、抱っこの仕方、衣服の着せ方、オムツ交換実習、
お風呂の入れ方（母子手帳持参）

妊婦さんのための育児教室

開催日

場　所

浜益支所市民福祉課
申込み/
問合せ

電　話

7/2～12（地区別開催）

申込み/
問合せ

電　話

福祉生活課

①7月4日（水）お楽しみの日・②11日（水）作って遊ぼう・③18日（水）ふれあいの日・④25（水）プールで遊ぼう

内　容
古代人のアクセサリー「勾玉」を作りませんか。砂丘の風の会のスタッフがお手伝いします。
（持ち物　レジ袋〔大きめのもの〕）

勾玉をつくってみませんか

申込み/
問合せ



No. 008

時　間 9:00～15:00

申込期間 7/2(月)

参加費 200円

対象・定員 25人（申込多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 009

時　間 10:00～12:00ころ

申込期間 要問合せ

参加費 無料（当日プレゼントあり）

対象・定員市民50人（先着順）

76-2233 FAX - Eメール -

No. 010

時　間 9:30～15:00

申込期間 7/12（木）

参加費 大人300円、中学生以下100円

対象・定員
一般（小学4年生以下は保護者同伴）40人（先着
順）

60-6107 FAX - Eメール ihama@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 011

時　間 9：30～12：00

申込期間 7/10（火）

参加費 300円

対象・定員要問合せ

72-1003 FAX - Eメール -

No. 012

時　間 13:00～15:30

申込期間 要問合せ

参加費 無料

対象・定員出産を迎える父と母18組（先着順）

73-7861 FAX - Eメール -

No. 013

時　間 9:00～17:00

申込期間 7/6日（金）

参加費 無料

対象・定員昨年度不参加の方40人（申込多数時抽選）

72-6122 FAX - Eメール -

No. 014

時　間 9:00～12:00

申込期間 事前電話申込

参加費 無料

対象・定員中学生以上の市民、市内勤務者

74-7024 FAX - Eメール -

No. 015

時　間 10:00～11:30

申込期間 7/9（月）

参加費 無料

対象・定員 20人（申込多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp
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浜益区（公民館集合）

開催日 7/14（土）

場　所 紅葉山公園管理棟前

市役所集合

申込み/
問合せ

石狩総合管理協同組合

電　話

石狩浜自然観察会
内　容 石狩浜の原生花園をめぐります。

開催日 7/14（土）

場　所

開催日 7/15（日）

場　所 厚田方面（市役所駐車場集合・解散）

内　容 コース　花壇コンクール入賞作品・岩見沢あやめ公園　など

花めぐりツアー

申込み/
問合せ

アカチャンホンポ石狩店

電　話

開催日 7/15（日）

場　所 市役所来客用駐車場集合

場　所 石狩消防署

申込み/
問合せ

花と緑の協議会事務局

電　話

定期普通救命講習会
内　容 受講者には「普通救命講習修了証」をお渡しします。（持ち物　筆記用具）

開催日 7/15（日）

開催日 7/17（火）

場　所 市公民館

申込み/
問合せ

市公民館

電　話

内　容
石狩の農畜産学科～石狩産の野菜が東京の料亭へ？農業の歴史から現状、農業を取り巻く環境など、様々な
側面から学びます。新しい発見がきっとあります。

石狩大学まちのしくみ学部

申込み/
問合せ

石狩消防署警備課

電　話

場　所 アカチャンホンポ石狩店（新港西1）

申込み/
問合せ

妊娠中の過ごし方や、オムツ換え・沐浴などの実技演習

開催日 7/15（日）

伊島（いじま）さん

電　話

マタニティ・スクール
内　容

内　容
スケッチでリフレッシュしませんか？（スケッチは1時間程度。厚田方面まで車で相乗り、ガソリン代負担します。
画材道具や色鉛筆、スケッチブック類、飲み物持参。※画板は用意します）

スケッチ会

申込み/
問合せ

海浜植物保護センター

電　話

内　容 夏のガーデニング講習会（講師　ガーデンデザイナー　受川とも子氏）

夏のガーデニング講習会

申込み/
問合せ

市公民館

電　話

開催日 7/14(土)

場　所

内　容
千本なら、果樹園、郷土資料館等を見学し、浜益の歴史・産業についての話を聞きます。
（講師　いしかりガイドボランティアの会）

ふるさと学習「浜益区を訪ねて」



No. 016

時　間 10:00～12:00

申込期間 7/6（金）

参加費 800円（材料費など別途500円程度）

対象・定員
八幡・聚富地区やその周辺地域に居住の1歳半
～4歳児とその保護者　20人（応募多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 017

時　間 8:45～17:00

申込期間 7/13

参加費 500円

対象・定員 35人（先着順）

72-6122 FAX - Eメール -

No. 018

時　間 ①9:30～17:00、②10:00～16:00

申込期間 7/1（日）～9（月）

参加費 300円（材料費）

対象・定員 20人（申込多数時抽選）

62-3711 FAX - Eメール -

No. 019

時　間 10:00～11:30

申込期間 7/17（火）

参加費 3千円（保険料別）

対象・定員市民45人（申込多数時抽選）

72-6124 FAX - Eメール -

No. 020

時　間 9:00～12:00

申込期間 7/2日（月）～20（金）

参加費 無料

対象・定員市民50人（先着順）

72-3166 FAX - Eメール syoukour@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 021

時　間 9:30～13:00

申込期間 7/13（金）

参加費 100円

対象・定員市民20名（申込多数時抽選）

74-2249 FAX 74-2249 Eメール kouminkan@city.ishikari.hokkaido.jp

No. 022

時　間 18:30～20:00

申込期間 7/19（金）

参加費 200円

対象・定員市民30人

78-2250 FAX - Eメール -

No. 023

時　間 13:00～17:00

申込期間 7/2～7/11（電話、ＦＡＸにてお申し込み下さい。）

参加費 無料

対象・定員年齢15才以上　15人（多数時抽選）

72-3127 FAX 75-1340 Eメール fsoumu@city.ishikari.hokkaido.jp
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電　話

7/26（木）

場　所 川の博物館集合（新港南1）

申込み/
問合せ

市公民館

開催日 7/23～10/1の原則毎週月曜（変則日あり）全10回

年を取ってから転ばないためにも始めませんか？（講師　森　豊貴　氏）

市公民館

電　話

場　所 りんくる集合

花めぐり研修ツアー

開催日 7/22

開催日 7月20日～8月3日の毎週金曜　全3回

ぴよぴよ広場in八幡

申込み/
問合せ

場　所 八幡コミセンほか

土器作り教室

申込み/
問合せ

みどりの課

電　話

開催日 ①7/22（日）・②8/4（土）（雨天延期）

場　所 若葉カルチャーセンター2階陶芸室

申込み/
問合せ

いしかり砂丘の風資料館

電　話

太極拳教室

場　所 りんくる

申込み/
問合せ

健康づくり課

電　話

開催日 7/24（火）～26（木）

内　容
1日目：求職活動の注意点や自己診断
2日目：履歴書・職務経歴書等の応募書類の書き方
3日目：面接対策等

再就職支援講座

場　所 石狩商工会館（花川北6-1）

申込み/
問合せ

商工労働観光課

電　話

開催日 7/27(金）

内　容
厚田出身の小説家「子母澤　寛」と厚田の著名人「戸田城聖」また、「横綱吉葉山」とのつながり、関係などの講
話。講演終了後、講師と「子母澤文学を読む会」で懇談。
講師　石狩市郷土研究会　顧問　田中　實　氏

あったかIROIRO講座「子母澤　寛と厚田の仲間たち！」

いしかり学のススメ第15回講座「海と川が出合うまち　石狩川紀行」
内　容 調査船「弁天丸」による石狩川クルージングと「川の博物館」での講話と見学

開催日

場　所 みなくる（厚田区望来27-7）

申込み/
問合せ

厚田生涯学習課

電　話

開催日 7/27(金）

内　容 ＡＥＤを使用する心肺蘇生法や、気道異物除去のための正しい知識や技術習得のための講習です。

日本赤十字社北海道支部の講習（救急法基礎講習）

場　所 りんくる視聴覚室

申込み/
問合せ

福祉総務課

電　話

内　容 リフレッシュヨガや調理実習、親子レクリエーション体験をします。

内　容 旭川市内の上野ファームの見学と研修会。

内　容 ①製作、②野焼き　古代人の土器づくりを体験してみましょう。親子でお気軽にご参加ください。

内　容



No. 024

時　間 13:30～15:00

申込期間 7/20（金）

参加費 無料

対象・定員市民30人（先着順）

72-3172 FAX - Eメール -

No. 025

時　間 10：00～11：30

申込期間 要問合せ

参加費 500円程度（材料費)

対象・定員要問合せ

77-8459 FAX 77-8459 Eメール info@lovehokkaido.net

No. 026

時　間 16:00～18:00

申込期間 7/31（火）

参加費
所定の申込用紙で北海道水中運動協会に直接
申し込み　※実施要領、申込用紙は市民プール
にあり

対象・定員 18歳以上

74-6611 FAX - Eメール -

No. 027

時　間 13:30～15:00
申込期間 7/31（火）
参加費 要問合せ

対象・定員
5～7カ月の子どもと保護者20組（先着順）※上の
お子さんの託児は申込時に相談

72-3124 FAX - Eメール -

・8月分については、現在開催が決まっている講座を掲載しています。
・日時等が変更になる場合もありますので、申込みの際には、申込・問合せ先にご確認ください。
・この一覧表に掲載している講座のほか、「まちづくり出前講座」も本制度の対象となります。

【講座主催者の皆様へ】
・市広報に掲載予定のない講座で、登録を希望される場合は社会教育課までご連絡願います。
・8月以降の講座情報については、7月9日（月）までにお願いいたします。
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申込み/
問合せ

健康づくり課

電　話

開催日 8/20～9/3の毎週月曜
場　所 りんくる

子育て広場・離乳食教室

内　容
親子遊びの紹介や絵本の読み聞かせ、離乳食教室（試食あり）をします。
（持ち物　ミルク・オムツなど普段出かける時の持ち物・母子手帳）

開催日 7/31（火）

内　容 話し方の心得、北海道人のマナー　ほか（講師　栗葉貴代子氏〔フリーアナウンサー〕）

石狩市教職員サマーセミナー公開講座

場　所 りんくる

申込み/
問合せ

地域教育推進室

電　話

開催日 8/1（水）

内　容 韓国人主婦が教えるキムチの漬け方。作ったキムチは持ち帰り。

キムチ講習会

場　所 花川北コミセン

申込み/
問合せ

金（キム）さん

申込み/
問合せ

市民プール

電　話

開催日 8/5（日）

内　容 ミニレベルアップセミナー（音楽を用いたリズムアクア）

水中運動講習会

電　話

場　所 市民プール

石狩・学びのスタンプ対象講座（8月）

あなたも「まちの先生」になりませんか

　「私も教えてみたかった」、「私もなにかを伝えられるかもしれない」という方を大募集しています。

あなた自身以外にも「こんなことを教えることができる」といった方の紹介も大歓迎です。
　「石狩・学びのスタンプ」では、市民の皆さんが個人あるいはグループで講師になって講座を立ち
上げることを応援します。
　詳しくは、石狩市のホームページから「市民生活」→「生涯学習」→「ばんこdeまなびぃ」を見てい
ただき、登録申請書をダウンロードして申し込んで下さい。

大 募 集！


